
ＥＮＢＵゼミナール・ベストセレクション 

18監督・25作品レイトショー上映！ 
 

天野千尋 
『賽ヲナゲロ』（PFF2010） 

市井昌秀 
『あの女はやめとけ』 

（ENBU シネマプロジェクト第 1 弾） 

『無防備』（PFF2008 グランプリ） 

今泉力哉 
『STUDENTS＆TEACHERS』 

（2011 映像俳優コース作品） 

金井純一 
『ペダルの行方』（ndjc2009） 

『求愛』（伊参スタジオ映画祭 2007 中編大賞） 

金谷真由美 
『ボトルシップ』 

（あいち国際女性映画祭 2012 グランプリ） 

工藤渉 
『君といると、僕はかなしい』 

（TAMA NEW WAVE 2011 ある視点） 

澤千尋 
『悲しくてやりきれない』 

（伊参スタジオ映画祭 2010 短編大賞） 

篠原哲雄 
『冬の楽園』（2011 映像俳優コース作品） 

鈴木太一 
『くそガキの告白』 

（ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 審査員特別賞） 

岨手由貴子 
『アンダーウェア・アフェア』（ndjc2009） 

二ノ宮隆太郎 
『魅力の人間』（PFF2012 準グランプリ） 

『楽しんでほしい』（ふかや映画祭グランプリ） 

平波亘 
『ながいおわかれ／クラクラ／ロックンロールハート』 

『倉庫内作業員の恋～So Good Night～』 

『労働者階級の悪役』（MOOSIC LAB 2012） 

平野朝美 
『震動』（伊参スタジオ映画祭 2011 中編大賞） 

松尾圭太 
『預流向』 

緑朗 
『TAITO』（PFF2011 審査員特別賞） 

村松正浩 
『グレイト・グランマ・イズ・スティル・アライブ』 

（2010 映像俳優コース作品） 

森英人 
『動物の狩り方』（ndjc2010） 

吉田浩太 
『きたなくて、めんどくさい、あなたに』 

（MOOSIC LAB 2012） 

『オチキ』（ENBU シネマプロジェクト第 1 弾） 

『山宿』（2011 映像俳優コース作品） 

 

 

 http://enbuzemi.co.jp/ 

１/１２（土）～２５（金）・連日２１:１５より※１７（木）は休映 

緊急 

決定 



●上映プログラム 1/12（土）～25（金）・連日 21：15より※1/17（木）は休映 

 

 【料金】一般・学生：1,300円/シニア：1,000円 

 

1/12（土） 

『くそガキの告白』 
（94 分） 

監督：鈴木太一  

出演：今野浩喜、田代さや

か、辻岡正人、今井りか、

仲川遥香、高橋健一、石井

トミコ 

★映画監督を目指すニート

青年とパッとしない女優

が、夢と現実のはざまでも

がく姿を赤裸々に描く。 

1/13（日） 

『魅力の人間』（89 分） 

監督・出演：二ノ宮隆太郎 

出演：細川佳央、芦原健介、

宇田川大介、皆川敬介 

★自動販売機の修理工場で

働く男たち。無口な依田は

周囲と距離を置き、いつも

ひとりで過ごしている。同

僚の坂田は、依田と親しく

なろうと毎日声をかけてく

る。そんなある日…。 

1/14（月・祝） 

『アンダーウェア・ 

アフェア』（30 分） 

監督：岨手由貴子 
出演：東加奈子、小野ゆり

子、広瀬麻百合、綾野剛、

山中崇 

★太ももの傷と、下着と、

匂い…。ふたつの時代、そ

れぞれの思いがけない一日

が交差する。 

1/14（月・祝） 

『ペダルの行方』 
（30 分） 

監督：金井純一 

出演：辻香緒里、浦上晟周、

土屋神葉、清水尚弥、草野

康太 

★行方不明の息子、香一を

探してチラシを配る詩織。

その隣で詩織を手伝う香

太。香一がいなくなってか

ら 5 年の月日が流れた。 

1/14（月・祝） 

『動物の狩り方』 
（30 分） 

監督：森英人  

出演：能年玲奈、河口舞華、 

木下ほうか、星絵里香、村

田雄浩 

★ゆきは昔父親に殺されそ

うになり、その事がトラウ

マになっていた。どこか父

の面影ある山で暮らしてい

る菊池という男と出会う。 

1/15（火） 

『ボトルシップ』 
（31 分） 
監督：金谷真由美 

出演：岩谷健司、内田量子、

三森麻美、金子祐史、辻野

正樹、三輪江一 

★サラリーマンの谷川は、

ボトルシップの製作が趣味

であり、小遣い稼ぎのため

妻に内緒でバーの日替わり

マスターを始める。 

1/15（火） 

『賽ヲナゲロ』（66 分） 

監督：天野千尋  

出演：玉川佐知、小竹原晋、

佐藤圭、橋野純平、矢島康

美、恩田浩、志巴泥介、関

口崇則、新津東二 

★母親からネガティブ思考

の洗脳を受けてきた道子

は、普通の女の子の幸せを

手に入れるため、自分を変

えようと踏み出す。 

1/16（水） 

『楽しんでほしい』 
（20 分） 

監督：二ノ宮隆太郎 

出演：二ノ宮哲夫、良子、 隆

太郎、クリン 

★ある夫婦は毎日朝夕決ま

った時間に犬の散歩に出か

ける。変わらない日々。日々

は過ぎ去る。 

 

1/16（水） 

『求愛』（77 分） 

監督：金井純一  

出演：斉藤陽一郎、深澤し

ほ、瑠川あつこ、朝加真由

美 

★田舎で二人暮らしの母・

敬子と娘・早苗。ある夏、

息子の真司が結婚の報告の

ため新妻を連れて東京から

帰ってくる。久しぶりの息

子の帰省、結婚を喜ぶ母親。 

1/18（金） 

『STUDENTS  

 ＆TEACHERS』 
（42 分） 

監督：今泉力哉  

出演：井内友紀、稲村祥子、

内海香織、木村隼人、日下

穣地、園ゆきよ、velma、

田中慎也、中村夏子、村松

翔、山谷武志、由井恵理子 

★現役高校生、卒業生、教

師、元教師が絡み合い…。 

1/18（金） 

『グレイト・グランマ・ 

 イズ・スティル・ 

 アライブ』（43 分） 
監督：村松正浩 

出演：阿久沢麗加、矢野深

雪、相田淑見、安本智、二

ノ宮隆太郎、高尾瞳、國生

九礼香、杉本香織、皆川敬

介、大木基、八田幸奈、菅

野睦子、山田なつき 

★現実?夢?不思議な物語。 

1/19（土） 

『無防備』（88 分） 

監督：市井昌秀  

出演：森谷文子、今野早苗、

柿沼菜穂子、熊埜御堂彩、

西本竜樹、中村邦晃、朝間

裕稀、谷井政夫、林辺崇 

★プラスチック工場で働く

主婦・律子。家では夫と寝

室を別にする冷え切った関

係。そんなある日、妊娠し

た千夏があらわれる。 

1/20（日） 

『悲しくてやりきれな

い』（26 分） 
監督：澤千尋  

出演：寺林弘達、菅井義久、

若松宏枝、有馬眞胤、原陽

子、仲野李理 

★1970 年、別府。進路選

択の時期を迎えていた高校

３年生の尚中は、幼なじみ

の裕行が同じクラスの夕子

を好きだと気づいた。 

1/20（日） 

『あの女はやめとけ』 
（70 分） 

監督：市井昌秀  

出演：牧野琢也、広木健太、

内堀太郎、木乃江祐希、太

田正一、池田薫、松﨑映子、

木口妹、関寛之、佐川誠、

野呂健一、柴田美津子、下

野雅史 

★失意に落ちた土居と同級

生二人は一緒に温泉へ…。 

1/21（月） 

『預流向』（25 分） 

監督：松尾圭太  

出演：関口崇則、小鳥、林

美里、橋野純平、宇田川大

介、牧野琢也 

★瀕死のサングラス・ガイ

長谷川、眉毛の無い女、菊

子に拾われる。その後、い

ろいろあって一宿一飯の恩

義のために長谷川が立ち上

がる。 

1/21（月） 

『震動』（74 分） 

監督：平野朝美 

出演：川籠石駿平、北香那、

松永拓野、小川弦、金子祐

史、近藤真彩、九太朗 

★春樹と耳の不自由な少

女・直は兄妹のように一緒

に暮らしてきた。バンドを

始めた春樹は次第に音楽に

没頭していき、直は距離を

感じ始めていた。 

1/22（火） 

『君といると、 

 僕はかなしい』（43 分） 

監督：工藤渉 
出演：橋野純平、吉田優華、

石田康仁、矢野深雪、阿久

沢麗加 
★卑屈な性格の優は同僚で

ある美智子からの思いがけ

ない告白に戸惑う。徐々に

心を惹かれていくも性格が

災いし素直に表現出来ず。 

1/22（火） 

『TAITO』（70 分） 

監督・出演：緑朗 

出演：松村龍樹、深津健介、

佐藤宜全、田中一生、唐戸

ゆかり、藤井牧子、北村美

岬、渡辺拓真、川田智美 

★同僚の自殺で炙り出され

る内奥類型的な正義と悪の

境界で漂うだけに終わら

ず、本物の邪悪と醜悪を見

逃すな！  

1/23（水） 

『きたなくて、めんど 

くさい、あなたに』 
  （15 分） 

監督：吉田浩太  

出演：広澤草、山中崇、松

本章＆小宮一葉（音楽） 

★スカイツリーの見える墨

田区の元日を、１人寂しく

迎えるヒロインは偶然かつ

て激しい恋に落ちた家庭教

師の男と遭遇してしまう。 

1/23（水） 

『オチキ』（80 分） 

監督：吉田浩太 

出演：木乃江祐希、関寛之、

安保優一、池田薫、及川莉

乃、太田正一、工藤啓太、

佐藤宜全、澁川智代、清野

菜名、鈴木一成、吉田憲明 

★妊娠をきっかけに「オチ

キ」に入る男女。「オチキ」

と気づかない二人は、ただ

ひたすらもがき続ける。 

1/24（木） 

『ながいおわかれ／クラ 

 クラ／ロックンロール 

 ハート』（13 分） 

監督：平波亘  

出演：森下くるみ、菅原佳

子、関口崇則、大迫茂生、

内田周作、橋野純平 

★百々和宏のソロアルバム

『窓』に収録された３曲の、

短編映画仕立て連作ミュー

ジックビデオを一挙上映。 

1/24（木） 

『倉庫内作業員の恋 

～So Good Night～』 
（9 分） 

監督：平波亘 

出演：ヒラノノゾミ、渡辺

大知、渡辺淳之介、梅澤嘉

朗、松竹史桜、橋野純平、

藤田健彦、太田正一、佐々

木裕文、小澤雄志、二ノ宮

隆太郎、倉内太 

★倉庫内ドタバタ恋愛絵巻 

1/24（木） 

『労働者階級の悪役』 
（65 分） 

監督：平波亘 

出演：松野泉、見汐麻衣、

木村知貴、小沢雄志、三浦

英、飯田芳、北浦マサシ、

宇野祥平、片方一予、磯部

泰宏、三宅唱、山本政志 

★過酷な環境で働く労働

者。モノクロームの世界の

中で、悲劇と希望が交差。 

1/25（金） 

『山宿』（37 分） 

監督：吉田浩太  

出演：井内友紀、稲村祥子、

内海香織、木村隼人、日下

穣地、園ゆきよ、velma、

田中慎也、中村夏子、村松

翔、山谷武志、由井恵理子 

★田舎の宿主・小山は、地

元の酒屋の娘を想い続け生

きてきた。ある日、東京の

大学サークルが宿泊し…。 

1/25（金） 

『冬の楽園』（75 分） 

監督：篠原哲雄  

出演：金子祐史、加納浩太、

重田裕友樹、相馬寿樹、田

中瑠、中川祐輔、三森麻美、

三輪江一、安田幸一郎、山

田将大 

★女にモテたい！役者も続

けたい！寮内で巻き起こ

る、遅咲き役者たちの青春

ストーリー。 

こちらのチラシを持参いただき

ますと、上記の各プログラムに

ついてどなたも 1,000円にて

ご入場いただけます。 
・本チラシ 1枚につき 4名様迄有効 

・上映期間中テアトル新宿にて有効 

・他の割引制度との併用は不可 

 


